
餃子

栃木県の中心に位置する北関東最大の都市で、市民の愛すべきソウルフード餃子や、
ジャズ、カクテル、自転車、宇都宮を拠点とする３つのプロスポーツなど、日常的に
楽しめる文化が数多く根付いています。中心部にはお店や観光施設が多く、グルメや
観光を楽しむことが出来ます。少し足を延ばせば、日本遺産に認定された「石の里
大谷エリア」など、豊かな自然も満喫できます。ぜひ一度、宇都宮市にお越しください。

市の中央を流れる渡良瀬川や日本遺産に認定された日本最古の学校である史跡
足利学校、本堂が国宝に指定された鑁阿寺など、豊かな自然や歴史、文化あふれる
街並みが魅力です。また、「ポテト入り焼きそば」や「足利シューマイ」、「ソースカツ丼」
といったご当地グルメも充実。ぜひ足利市で、素敵な時間をお過ごしください。

宇都宮市

足 利 市

史跡 足利学校

宇都宮市

足 利 市

宇都宮市

宇都宮市

足 利 市

う つ の み や し

あし かが し

とち

し

まちな みりょく

とうち じゅうじつ あしかがし すてき じかん す

やい あしかが どん

ちゅうおう なが わたらせがわ

あしかががっこう ほんどう こくほう してい ばんなじ ゆた しぜん れきし ぶんか

にほんいさん にんてい がっこう しせきにほんさいこ

ぎけん ちゅうしん い

じ うつのみやてん

たの

かんこう

おおや ゆた しぜん まんきつ いちど うつのみやし こ

たの で き すこ あし にほんいさん にんてい いし さとの

ぶんか かずおお ね づ ちゅうしん みせ おおかんこう  し せつぶ

しゃ きょてん にち てき

ち きたかんとうさいだい と し し みん あい ざぎょう

じょう

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会

の舞台となる栃木県の25市町と

１つの県外開催地のおすすめ

観光地や特産品を紹介!

競技会場に行った際は

ぜひチェックしてほしいまる！

わがまち自慢
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出流原弁天池湧水

栃木県南西部に位置する佐野市は、日本名水百選に選ばれた「出流原弁天池湧水」、
国指定史跡「唐沢山城跡」、一千余年の歴史を持つ「天明鋳物」など自然・歴史・文化的
財産が各所にあります。また、佐野厄よけ大師、佐野プレミアム･アウトレットといった
観光スポットや、佐野らーめん、いもフライをはじめとするご当地グルメも充実！
ぜひ佐野市で、素敵な時間をお過ごしください。

県央西部に位置する、自然と文化に彩られたまち「鹿沼市」。豊かな森林と幾筋も
の清流は、美しい景観と多くの農林産物の恵みを与えてくれます。また、重要無形
民俗文化財に指定され、ユネスコ無形文化遺産にも登録される「鹿沼秋まつり」は、
鹿沼の文化の象徴。東照宮の職人たちの技を残す彫刻屋台が街を練り歩く姿は
必見です。歩いてみませんか、あなたの来る日は「鹿沼日和」。

巴波川

栃木県南部に位置する栃木市。例幣使街道の宿場町、また、江戸との舟運により
商都として発展してきました。「蔵の街」として知られる市内には、当時の繁栄振りを
偲ばせる歴史的な建造物が数多く残されています。また、豊かな自然も魅力で、
四季折々の彩りを見せる太平山、水と緑に恵まれた貴重な湿地帯である渡良瀬
遊水地、花とフルーツが楽しめる三毳山東エリアなど、見どころ満載です。   

栃 木 市

鹿沼秋まつり

栃 木 市

佐 野 市

鹿 沼 市

かぬま

ひっけん ある く ひ かぬまびより

ぶんか しょうちょう とうしょうぐう しょくにん わざ のこ ちょうこくやたい まち ね ある すがた

みんぞくぶんかざい してい むけいぶんかいさん とうろく かぬまあき

さ の し

か ぬま し

とちぎけんなんせいぶ

とちぎけんなんぶ

しょうと

しの れきしてき けんぞうぶつ かずおお のこ ゆた しぜん みりょく

しき  おりおり いろど み おおひらさん みず みどり めぐ きちょう しっちたい わたらせ

ゆうすいち はな たの みかもやまひがし み まんさい

はってん くら     まち し しない とうじ はんえいぶ

いち とちぎし れいへいしかいどう しゅくばまち えど しゅううん

くに

ざいさん

かんこう さ の とうち じゅうじつ

かくしょ さのやく さのだいし

いっせんよねん れきし も てんみょういもの しぜん れきし ぶんかてきしてい しせき からさわやまじょうあと

い ち えら いずるはらべんてんいけゆうすいにほんめいすいひゃくせんさ の し

さ の し すてき じかん す

けんおうせいぶ

せいりゅう うつく けいかん おお のうりんさんぶつ めぐ あた じゅうようむけい

いち しぜん ぶんか いろど かぬまし ゆた しんりん いくすじ

とち ぎ し
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渡良瀬遊水地

首都圏から鉄道で、車で片道1時間以内とアクセス抜群の小山市は、新幹線の停車
する鉄道・国道共に交差する交通の要衝地であり、そして思川が注ぎコウノトリが
定着・繁殖したラムサール条約登録湿地の「渡良瀬遊水地」をはじめとした豊かな
自然と都市とが隣り合う田園環境都市です。

栃木県の南東部に位置する真岡市は、北関東自動車道と国道408号鬼怒テクノ通り
が交差し、交通アクセスの良さが自慢。古くから、伝統工芸品「真岡木綿」の特産地
として知られ、現在では「いちご王国栃木県」においても一番の生産量を誇る「質」・
「量」ともに「日本一のいちごのまち」です。蒸気機関車が運航している「SLのまち」
としても有名で、グルメも観光も、見どころたっぷり！

中禅寺湖

世界遺産に登録された日光の社寺に、日本の近代産業化に大きく貢献した足尾銅山
などの文化的遺産。ラムサール条約に指定されている奥日光の湿原や、湯ノ湖や
戦場ヶ原といった景観豊かな日光国立公園。会津街道の宿場町として古くから愛され
てきた鬼怒川・川治温泉郷と、平家落人伝説が語り継がれる湯西川温泉郷。日光市
では数多くの魅力的な観光名所を四季折 に々お楽しみいただけます。

SL

日 光 市

小 山 市

真 岡 市

ゆうめい かんこう み

りょう にっぽんいち じょうききかんしゃ うんこう

し げんざい おうこくとちぎけん いちばん せいさんりょう ほこ しつ

せんじょうがはら けいかんゆた にっこうこくりつこうえん あいづかいどう しゅくばまち ふる あい

きぬがわ かわじおんせんきょう へいけおちうどでんせつ かた つ ゆにしがわおんせんきょう にっこうし

かずおお みりょくてき かんこうめいしょ しきおりおり たの

ぶんかてきいさん じょうやく してい おくにっこう しつげん ゆのこ

しぜん とし とな あ でんえんかんきょうとし

ゆたわたらせゆうすいちていちゃくはんしょく じょうやくとうろくしっち

てつどう こくどうとも こうさ こうつう ようしょうち おもいがわ そそ

こうさ こうつう よ じまん ふる でんとうこうげいひん もおかもめん とくさんち

とちぎけん なんとうぶ いち もおかし こくどう ごうきぬ どおきたかんとうじどうしゃどう

お やま し

も おか し

しゅとけん てつどう くるま かたみち じかんいない ばつぐん おやまし しんかんせん ていしゃ

にっ こう し

せかいいさん とうろく にっこう しゃじ にほん きんだいさんぎょうか おお こうけん あしおどうざん
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矢板のりんご

栃木県の北部に位置する矢板市は、鉄道や東北自動車道が通っているため交通アク
セスが非常によいまちです。特産品は樹上完熟が特徴のりんごで、甘く完熟してから
収穫するため市場にはほとんど出回りませんが、市内の各りんご園や道の駅にて
購入できます。他にも関東平野から那須連山までを一望できる八方ヶ原やハイキング
が楽しめる県民の森があります。自然豊かな矢板市に是非お越しください。

栃木県北部に位置する那須塩原市。東北新幹線那須塩原駅は、山や河川が描く絶景
など自然に囲まれた都会のオアシスの玄関口。新幹線で東京からわずか70分で、
歴史と自然が息づくまちに。温泉地として1200年の歴史をもち、多くの文人や華族が
愛した泉質豊かな塩原温泉郷。生乳生産量本州No.1の酪農王国のおいしい牛乳
や豊かな自然の恵みの農産物など魅力的な食にもあふれています。

那珂川の鮎

天然鮎で知られる清流「那珂川」が流れ、八溝山系の美しい山並みが連なる自然豊
かな大田原市。弓の名手・那須与一や俳聖・松尾芭蕉ゆかりの地としても知られて
おり、歴史文化的な魅力も溢れています。国宝「那須国造碑」、国指定史跡「侍塚
古墳」、与一ゆかりの国指定重要文化財「那須神社」、地元の美味しい食材が味わえる
「道の駅　那須与一の郷」など、見どころがたくさんあります。

塩原温泉 湯っ歩の里

大田原市

矢 板 市

那須塩原市

ゆた しぜん めぐ のうさんぶつ みりょくてき しょく

あい せんしつゆた しおばらおんせんきょう せいにゅうせいさんりょうほんしゅう らくのうおうこく ぎゅうにゅう

れきし しぜん いき おんせんち ねん れきし おお ぶんじん かぞく

こふん よいち くにしていじゅうようぶんかざい なすじんじゃ じもと おい しょくざい あじ

みち   えき なすのよいち さと み

おおたわらし ゆみ めいしゅ なすのよいち はいせい まつおばしょう ち し

こうにゅう ほか かんとうへいや なすれんざん いちぼう はっぽうがはら

しゅうかく しじょう でまわ しない えんかく みち えき

ひじょう とくさんひん じゅじょうかんじゅく とくちょう あま かんじゅく

たの けんみん もり しぜんゆた やいたし ぜひ こ

しぜん かこ とかい げんかんぐち しんかんせん とうきょう ぷん

とちぎけんほくぶ いち なすしおばらし とうほくしんかんせんなすしおばらえき やま かせん えが ぜっけい

とちぎけん ほくぶ いち やいたし てつどう とうほくじどうしゃどう とお こうつう

や いた し

な す しお ばら し

おお た しわら

てんねんあゆ し なかがわせいりゅう なが やみぞさんけい やまなうつく つら しぜんゆた

なすのくにのみやつこのひれきしぶんかてき みりょく あふ こくほう さむらいづかくにしていしせき
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山あげ祭

那珂川・荒川・江川の清流が流れる緑豊かな自然に恵まれた那須烏山市。日本最大級
の野外劇「山あげ祭」や、伝統工芸「烏山和紙」など、歴史と文化が魅力のまちです。
八溝そば、鮎、地酒、カレーコロッケなどの種類豊富なご当地グルメもぜひ！
キャッチフレーズ「五感で楽しむ那須烏山」のとおり、見て・聞いて・食べて・触って・
香りで楽しめる那須烏山市の魅力を全身で感じてください。

下野市は栃木県の中南部に位置し、ＪＲ宇都宮線の3駅（石橋駅・自治医大駅・小金
井駅）を中心に広がる市街地と豊かな自然に囲まれたコンパクトシティです。電車
でも車でもアクセス抜群です。その歴史は古く、古代の政治・文化の中心地となり、
下野薬師寺跡、下野国分寺跡など見どころも多数。特産のかんぴょうのほかグルメ
も魅力的です。

ゆうゆうパークの桜

市名の由来である「桜」の名所が数多くあり、日本三大美肌の湯の一つである喜連川温泉を有するなど
自然豊かで魅力あふれるまちです。市のキャッチコピーである「ちょうどいい！さくら市」には、交通・観光など
様 な々面でちょうどよいという思いが込められています。また、さくら市の美味しいものや特産物など、逸品
ぞろいの「さくらブランド」もおすすめです。氏家うどんやレインボーアイス、温泉パン、喜連川産鮎など、
ぜひご賞味ください。温泉に入って、美味しいものを食べて、さくら市で素敵な時間をお過ごしください。

下野薬師寺跡

さくら市

那須烏山市

下 野 市

みりょくてき

しもつけやくしじあと しもつけこくぶんじあと み たすう とくさん

くるま ばつぐん れきし ふる こだい せいじ ぶんか ちゅうしんち

うじいえ おんせん きつれがわさんあゆ

しょうみ おんせん おいはい た し すてき じかん す

しぜんゆた みりょく し し こうつうかんこう

ごかん たの なすからすやま み き た さわ

やみぞ あゆ じざけ しゅるいほうふ とうち

やがいげき やま まつり でんとうこうげい からすやまわし れきし ぶんか みりょく

かお たの なすからすやまし みりょく ぜんしん かん

いえき ちゅうしん ひろ しがいち ゆた しぜん かこ でんしゃ

しもつけし とちぎけん ちゅうなんぶ いち うつのみやせん えき いしばしえき じちいだいえき こがね

あらかわ えがわ せいりゅう なが みどりゆた しぜん めぐ なすからすやまし にほんさいだいきゅうなかがわ

な す からすやま し

しも つけ し

し

さまざま めん おも こ し おい とくさんぶつ いっぴん

しめい ゆらい さくら めいしょかずおお にほんさんだいびはだ ゆ ひと きつれがわおんせん ゆう
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城内坂

陶器の産地として、海外にもその名が知られる益子町。毎年春のゴールデンウィーク
と秋の11月3日（文化の日）前後には陶器市が開催されます。美術品から日用品まで
販売され、新鋭作家や窯元の職人たちと気軽に交流できるのも大きな魅力。心癒さ
れる里山の自然、陶芸体験ができる工房、美味しいご当地グルメなど五感を満たす
観光スポットに足を運んでみてください。

茂木町は栃木県南東部に位置し、清流那珂川と八溝山系の美しい広葉樹に包まれ、
豊かな自然が多く残ります。世界に誇れる「モビリティリゾートもてぎ」や、道-1グラ
ンプリで3年連続グランプリのゆず塩ラーメンが人気の「道の駅もてぎ」がおすすめ
です。忙しい日常を忘れ、四季折々の景観に寄り添いながら、のんびりお散歩を楽
しんでみてはいかがでしょうか。

おりがみ（くじゃく）

水とみどりの織りなす豊かな自然が溢れ、ゆったりと澄んだ空気が漂うまち、かみ
のかわ。肥沃な大地に恵まれ、アクセスもよいことから農業・産業が盛んです。そし
て、世界的な創作折り紙第一人者である吉澤章氏の出身地であることから、
「ORIGAMIのまち かみのかわ」を掲げてまちづくりをしています。随時、まちづくり
の様子を町ホームページにて公開しておりますので、ぜひご覧ください。

道の駅もてぎ

上三川町

益 子 町

茂 木 町

いそが にちじょう わす しきおりおり けいかん よ そ さんぽ たの

ねんれんぞく しお みち　 えき

かか ずいじ

ようす まち こうかい らん

ひよく だいち めぐ のうぎょうさんぎょう さか

さとやま しぜん とうげいたいけん こうぼう おい とうち ごかん み

はんばい しんえいさっか かまもと しょくにん きがる こうりゅう おお みりょくこころいや

あき がつ か ぶんか ひ ぜんご とうきいち かいさい びじゅつひん にちようひん

かんこう あし はこ

ゆた しぜん おお のこ せかい ほこ みち

もてぎまち とちぎけんなんとうぶ いち なかがわせいりゅう やみぞさんけい うつく こうようじゅ つつ

さんち かいがい な し ましこまち まいとしはるとうき

まし こ まち

もて ぎ まち

かみ の まちかわ

せかいてき そうさくお がみ だいいちにんしゃ よしざわあきらし しゅっしんち

みず お ゆた しぜん あふ す くうき ただよ
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特産品の梨販売

栃木県の南東部に位置し、県内有数の米どころであり、他にも梨やイチゴが町を代表
する特産品となっています。特に、梨の「にっこり」は大玉で甘く食べ応えがあり、毎年
旬の時期になると道の駅で連日売り切れになる程の人気を誇っています。また、LRT
（次世代型路面電車）の整備に合わせて新しい工業団地や住宅団地を造成し、便利
なまちづくりを進め、住みやすい町を目指しています。

城下町として、日光道中壬生通りの宿場町として栄えた、みぶまち。ユニークな「おも
ちゃのまち」という地名が実在し、おもちゃの博物館が２つ立地する日本唯一の町
で、そこには合計約９万５千点のおもちゃが収蔵されています。また、特産のいちご、
かんぴょうをはじめ、壬生藩鳥居家の「御献立帳」を基に作成した「お殿様料理」、
「お姫様料理」を町内認定店舗にて味わうことができます。

芝ざくら公園

町の南部には伊許山や多田羅沼、北部には芝ざくら公園や琴平山遊歩道など美しい
自然に恵まれています。国指定の入野家住宅や古墳、城跡など数々の史跡が残り、
全国でも類を見ない武者絵資料館は歴史と文化の町を象徴しています。

壬生町おもちゃ博物館

市 貝 町

芳 賀 町

壬 生 町

ひめさまりょうり ちょうないにんていてんぽ あじ

みぶはんとりいけ おこんだてちょう もと さくせい とのさまりょうり

ごうけいやく まん せんてん しゅうぞう とくさん

しぜん めぐ くにしてい いりのけじゅうたく こふん しろあと かずかず しせき のこ

せいび あ あたら こうぎょうだんち じゅうたくだんち ぞうせい べんりじせだいがたろめんでんしゃ

しゅん じき みち えき れんじつう き ほど にんき ほこ

とくさんひん とく なし おおだま あま た ごた まいとし

すす す まち めざ

ちめい じつざい はくぶつかん りっち にほんゆいいつ まち

とちぎけん なんとうぶ いち けんないゆうすう こめ まちなしほか だいひょう

は が まち

み ぶ まち

いち かい まち

ぜんこく るい み むしゃえしりょうかん れきし ぶんか まち しょうちょう

まち なんぶ いこやま たたらぬま ほくぶ しば こうえん ことひらさんゆうほどう うつく

じょうかまち しゅくばまち さかにっこうどうちゅうみぶどお
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尚仁沢湧水

全国名水百選にも選ばれた「尚仁沢湧水」や国指定天然記念物「イヌブナ自然林」を
はじめ、豊かな自然が溢れる塩谷町。その自然が育むお米やトマト、スプレー菊等の
農産物は多くの人たちに愛されています。塩谷町にお越しの際は、豊かな自然とその
自然の恵みを堪能してください。

栃木県のほぼ中央に位置する高根沢町は、中央部に町域の５割を占める水田地帯
が広がっています。皇位継承の重要祭祀である令和の大嘗祭では、悠紀地方の斎田
として高根沢町の圃場が選定され、高根沢産の「とちぎの星」が献上されました。
また、グランピング施設を備えた温泉施設、「元気あっぷむら」では、高根沢ちゃん
ぽんや高根沢ジェラートなど自慢のご当地グルメが楽しめます。

野木町煉瓦窯

野木町は栃木県南部に位置する、栃木県で一番小さな町です。自然豊かなラムサール
条約登録湿地である「渡良瀬遊水地」や、日本で唯一現存する珍しい円形の焼成窯、
国の重要指定文化財「野木町煉瓦窯」が見どころです。また、7月に開催されるひま
わりフェスティバルで30万本のひまわりが咲き誇る様は絶景です。町の特産品の
トマト、特に「ぜいたくトマト」はふるさと納税でも大人気です。

高根沢田園風景

野 木 町

塩 谷 町

高根沢町

たかねざわ じまん とうち たの

しせつ そな おんせんしせつ げんき たかねざわ

たかねざわまち ほじょう せんてい たかねざわさん ほし けんじょう

さ ほこ さま ぜっけい まち とくさんひんまんぼん

とく のうぜい だいにんき

じょうやくとうろくしっち わたらせゆうすいち にほん ゆいいつげんそん めずら えんけい しょうせいがま

しぜん めぐ たんのう

のうさんぶつ おお ひと あい しおやまち こ さい ゆた しぜん

ゆた しぜん あふ しおやまち しぜん はぐく こめ ぎくとう

ひろ こういけいしょう じゅうようさいし れいわ だいじょうさい ゆきちほう さいでん

えら しょうじんざわゆうすい くにしていてんねんきねんぶつ しぜんりん

しお や まち

たか ね ざわ まち

の ぎ まち

のぎまちれんががま み がつ かいさいくに じゅうようしていぶんかざい

のぎまち とちぎけんなんぶ いち とちぎけん いちばんちい まち しぜんゆた

ぜんこくめいすいひゃくせん

とちぎけん ちゅうおう いち たかねざわまち ちゅうおうぶ ちょういき わり し すいでんちたい

187



馬頭温泉郷

清流那珂川の水のきらめきが訪れた人の心を癒す那珂川町。泉質の良い「馬頭
温泉郷」、伝統工芸品である「小砂焼」、温泉水で養殖した「温泉とらふぐ」、国立競技場
の設計に携わった建築家・隈研吾氏が設計した「馬頭広重美術館」などの素晴らし
い観光資源に恵まれております。

千葉県のほぼ中央部にあたり、首都東京まで約40㎞の地点にあります。温暖な気候と
肥沃な土地、豊かな緑と水辺など自然環境に大変恵まれています。東京2020
オリンピック・パラリンピック競技大会の会場となった「幕張メッセ」があり、周辺の
大型集客施設とともに都市型観光も楽しめます。

茶臼岳（紅葉）

那須御用邸がある栃木県那須町は、開湯1,390年を迎えた那須温泉郷や子供から
大人まで楽しめるレジャー施設など魅力が満載の観光地です。那須和牛や乳製品、
那須高原野菜など那須ならではの美味しいグルメも充実しています。ぜひ那須町で、
素敵な時間をお過ごしください。

幕張新都心

那 須 町

那珂川町

千 葉 市

おおがたしゅうきゃくしせつ としがたかんこう たの

きょうぎたいかい かいじょう まくはり しゅうへん

すてき じかん す

おとな たの し せつ みりょく まんさい かんこうち なすわぎゅう にゅうせいひん

すば

かんこうしげん めぐ

こくりつきょうぎじょう

せっけい たずさ けんちくか くまけんごし せっけい ばとうひろしげびじゅつかん

おんせんきょう でんとうこうげいひん おんせんすいこいさごやき おんせんようしょく

ひよく とち ゆた みどり みずべ しぜんかんきょう たいへんめぐ とうきょう

せいりゅうなかがわ なかがわまち せんしつ よ ばとうみず おとず ひと こころ いや

な か がわ まち

ち ば し

なす す まち

なすこうげんやさい なす おい じゅうじつ なすまち

なすごようてい とちぎけんなすまち なすおんせんきょうかいとう むか こども

ちばけん ちゅうおうぶ しゅととうきょう やく ちてん おんだん きこう
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栃木県の魅力ある文化を県内外に広く発信する
ため、文化プログラム事業を開催します！

とち ぎ けん

ぶん か じぎょう かいさい

みりょく

ぶん か

ぶん か けんないがい ひろ はっ しん

文化プログラム

詳しい内容はこちら！
くわ ない よう

奈良時代、鑑真和上によって唐から正式な戒律が伝えられると、僧侶に戒を授け
る儀式を行う寺院が全国に３か所だけ築かれました。本展では、東国で唯一戒壇
が設けられ、「天下三戒壇」の一翼を担った下野薬師寺の歴史と、下野の仏教文
化について紹介します。

栃木県立博物館 開館40周年記念特別企画展 9月17日（土）～10月30日（日）

「鑑真和上と下野薬師寺 ～天下三戒壇でつながる信仰の場～」

とち ぎ けんりつ はくぶつかん とくべつきかくてん

がん   じん

な

びじゅつかん ねん そうりつ しゅうねん むか ひろしまぎんこう き ねん じぎょう

びじゅつかん いんしょうは かい ちゅうしん はがりつせつ

いた きんだい きんだいよう が

いんしょうは だいひょうてき が か しょうかい

しゅうぞう ほんてんかい が に ほん

で あ か かい が し ねん

おやま ししゅっしん はん が か かつやく こ ぐち

しゅだい さくひん ちゅうしん しょうかい こ ぐちいちろう

いちろう ぜんぼう

しが さくひん りょう しょうかい やく てん し びじゅつか こ ぐちいちろう しょうがい かい こ

ばんあつ た ぜんてん いちどう てんかん ゆ さい が 　はん

けんきゅうかい ぜんめんてき きょうりょく え はじ れんさくはん がしゅう の さけ ひとびと こうどく お

あし  お  こうどく  じ けん

ら じ だい がんじん わじょう とう せいしき かいりつ つた そうりょ かい さず

ぎ

もう てん かさんかいだん いちよく にな しもつけ しもつけ ぶっきょうぶんやく し しじ れき

しき おこな じ いん ぜんこく しょ きず ほんてん とうごく ゆいいつかいだん

しょうかいか

いんしょう は で あ

かいかん しゅうねんきねんきかくてん

かいかん しゅうねんきねん 

き かくてん

こう えん おこな

こ    ぐち いち   ろう てん

わ   じょう しもつけ　やく　し　  じ てん  か  さんかいだん

かい が

あし  お  こう どく  じ  けん えが

ねん びじゅつかん

しん こう ば

ひろしま美術館は、1978年に創立100周年を迎えた広島銀行が記念事業として
設立した美術館です。印象派の絵画を中心としてロマン派からエコール・ド・パリ
までに至るフランス近代絵画と日本の近代洋画を収蔵しています。本展では、モ
ネやルノワール、セザンヌといった印象派の代表的な画家たちをご紹介するとと
もに、その出会いから変わりゆくフランス絵画史の100年をたどります。

栃木県立美術館 10月22日（土）～12月25日（日）開館50周年記念企画展

ミュージカル公演を行いました！

企画展

「印象派との出会い －フランス絵画の100年 ひろしま美術館コレクション－」

小山市出身で版画家として活躍した小口一郎（1914-1979）の全貌を、そのライ
フワークとなった足尾鉱毒事件を主題とした作品を中心に紹介します。小口一郎
研究会の全面的な協力を得て、初めて連作版画集「野に叫ぶ人々」 、「鉱毒に追わ
れて」、「盤圧に耐えて」の全点を一堂に展観するものです。あわせて油彩画や版
画作品、資料も紹介し、約250点で知られざる美術家、小口一郎の生涯を回顧し
ます。

ぶんか けんしゅさいとくべつ き かく じぎょう

おうこくものがたり かいさい

はぐく
文化プログラムの県主催特別企画事業として、オリジナル
ミュージカル 『みんなで育む“とちぎのたから”ミュージカル
「しもつけ王国物語」』 を開催しました。

2023年1月21日（土）～3月26日（日）

「小口一郎展 －足尾鉱毒事件を描く－」

とち ぎ けんりつ びじゅつかん
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とち ぎ けん ピーアール

栃木県PR

かんとうへい や ゆた みず さい ばい き こう めぐひ   よく だい  ち

とち ぎ けん はんせい き い じょう せいさんりょうに ほんいち ほこ

おうこく

に ほん ゆいいつ せんもんけん き かんきゅう けん じょ あらきゅう

ひん

あま とち ぎ あじ

しゅ かいはつ お い けんきゅう おこな

いちご狩りスポットの
情報はこちら！

多彩なとちぎの農産物の
情報はこちら！

　関東平野の肥沃な大地と豊かな水、いちご栽培にぴったりの気候に恵
まれた栃木県は、半世紀以上にわたっていちごの生産量日本一を誇る
“いちご王国”です。
　さらに、日本で唯一のいちご専門研究機関「いちご研究所」があり、新
たな品種の開発や美味しいいちごづくりの研究が行われています。
　甘くておいしい栃木のいちごをぜひ味わってくださいね。

　いちごの他にも、お米や野菜、
とちぎ和牛など、地域性豊かな
農産物を生産し、農業産出額は
全国第9位（令和2年）です。

「いちご王国・栃木」
とちおう こく ぎ

栃木の農産物
とち ぎ のう さん ぶつ

※生育状況等により、いちご狩りが楽
しめる時期や品種に制限がある可能性
があります。必ず事前に確認の上お出
かけください。

「いちご王国総合サイト」はこちら！
おうこく そうごう

が

じょうほう

た さい

じょうほう

さんのう ぶつ

スカイベリーなつおとめとちひめ ミルキーベリー

とちおとめとちあいか

王国のいちご
栃木のいちごは１年中楽しめる！

おう こく

ほか

わぎゅう

さん

こくだい い れい わ ねん

ぶつ せいさん さん がく

ぜん

しゅつぎょうのう

ち いきせいゆた

のう

こめ や さい
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とち ぎ けん ピーアール

栃木県PR

とちぎ旅ネット

（公社）栃木県観光物産協会がお届けする公式観光サイト。観光スポット、温

泉、宿、グルメ、お土産、お祭りなど、旅のスポット情報を探せます。

栃木県内の観光施設や宿泊施設、飲食店など約1,000ヶ所の“おもて

なし施設”で使える「栃木パスポート」。各種割引やプレゼントなど、

さまざまな“おもてなし”が栃木の旅をさらに盛り上げます。

こうしゃ とち ぎ とど こうしきかんこう こうかん

せん

まつ

とち ぎ けんない かんこう しせつ しゅくはくし せつ

し せつ つか とちぎ

とちぎ たび も あ

かくしゅわりびき

いん てん やく か しょしょく

おん

さがじょうほうたびまつやど みやげ

たび

本物の出会い 栃木

本物の出会い 栃木 パスポート

「本物の出会い 栃木」公式SNS

ほんもの で あ とち ぎ

とち ぎ けんこうしきかんこう たびでん し ばん

ほん もの で あ とち ぎ

「とちぎ旅ネット」
はこちら！

たび

Instagramは
こちら！

YouTubeは
こちら！

本物の出会い
栃木パスポートは

こちら！

ほんもの で あ

とちぎ

ほんもの で あ とち ぎ こうしき

〈電子版〉栃木県公式観光アプリ「とち旅」をダウンロード
有効期限：令和5年（2023）年3月31日まで

1

み う

パスポートを見せて“おもてなし”を受けよう！2
ちゅうせん すさん か てき しょうひん

スタンプラリーに参加して抽選で素敵な賞品をGET！3
しょうひん ごう か

ステージアップで賞品がもっと豪華に！4

アプリ

けんかんこうぶっさんきょうかい
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とち ぎ けん ピーアール

栃木県PR

とちぎもの

栃木県移住・定住促進ウェブサイト「ベリーマッチとちぎ」

「とちぎもの」

とち ぎ

そろ つう はん

農家やお店から直接お取り寄せができる、産地直送オンラインショッ

プ。定番商品から地元で愛されるこだわり商品までを取り揃え、生産者

のストーリーとともに“栃木のいいもの”を全国へお届けします。

“栃木のいいもの”が
揃う通販サイト

く

く

ＶＥＲＹに暮らそう。
とちぎで、暮らそう。

のう か みせ

てい じ もと しゃ

とちぎ ぜんこく とど

あい しょうひん と そろ せいさんばんしょうひん

ちょくせつ と よ さん ちちょくそう

東京まで新幹線で約１時間の便利なロケーション。自然に囲まれた暮

らしも可能。古い町並みもあれば、新しいカフェが集まるスポットも。

その多様性、選択肢の多さこそが、とちぎの魅力。あなたにぴったりの

とちぎ暮らし、探してみませんか？

とう

か のう

た ようせい

ぐ さが

せんたく し おお みりょく

ふる まち な あたら あつ

しんかんせん やく じかん べん り し ぜん かこ くきょう

「とちぎもの」はこちら！

「ベリーマッチとちぎ」はこちら！

とち ぎ けん い じゅう ていじゅうそく しん
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